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宗 務 所 便 り 
                                          2012 年 7 月 1日発信    №．1 
 

                                          愛知西教区宗務所長 山田英隆 九拝 
 謹啓上  時下梅雨の候 

この度、前宗務所長武山廣道師の後任として、愛知西教区宗務所長の大役をお受けする事にな

りました。誠に浅学菲才の未熟者が重責を預からせていただきます。皆様のお力をお借りしなが

ら、各寺院の発展と教区の発展に精進してまいります。 新役員共々宜しくお願い申し上げます。  

今後も「宗務所便り」「教区ホームページ」を引き継ぎ、より「寺院セミナー」の充実と「花

園会活動」の推進を目標に進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上

げます。 

頓首敬白 

6月の報告 
1日     愛知西教区「教区報」発行 1500部         於、宗務所 

5日～6日   人権擁護推進委員・教区人権擁護推進員合同研究会  於、本山 

6日～7日   無相教会師範会                  於、本山 

6日      教区連合会 発展拡充講習会            於、江南市民文化会館 

7日      教区連合会 奉詠大会               於、江南市民文化会館 

7日     本山参拝推進本部会議               於、本山 

 9日～10日  大衆禅堂大摂心                  於、各山 

12日～13日  仏教講座中間スクーリング             於、本山 

15日     無相教会代表委員会                於、本山 

16日～17日  教区ボランティア専門委員研修会          於、本山 

19日～20日  第1部 本山奉仕団参                於、本山 

20日～21日  無相教会称号取得者講習会（講師）         於、本山 

20日～22日  前堂職法階取得研修会               於、本山 

21日     宗務支所長会                   於、宗務所 

24日     月授戒（徳林寺 小坂雅俊師）           於、瑞泉寺 

24日     宗務所長 任期満了                於、宗務所 

25日     新宗務所長 就任                 於、宗務所 

25日     教区連合会 講師・各支部実務者会議        於、名鉄犬山ホテル 

29日     本山新亡供養                   於、本山 

 

7月の予定 
1日     教区役員会                    於、宗務所 

2日～3日   本山新亡供養                   於、本山 

 4日     本山参拝推進委員会                於、本山 

 4日     青年僧の会 研修会(救急救命講習)と懇親会     於、徳源寺 

 5日～6日   第1回花園会会長会                 於、本山 

 5日～6日     新人宗務所長研修会                於、本山 

 9日     第1回微笑会理事会                 於、本山 

11日     部落解放をめざす愛知研修会            於、名古屋市公会堂 

24日     月授戒（徳授寺 澤田慈明師）           於、瑞泉寺 

25日～27日  社会事業従事者研修大会              於、本山 

30日     集団得度式                    於、本山 

30日～31日  本山学徒研修会                  於、本山 
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★ 8月9日～17日 宗務本所、宗務所、宗務支所盆休み 

 

＜報 告＞ 

 
◎ 人権擁護推進委員、教区人権擁護推進員合同研修会の報告  
６月５日～６日 「自殺（自死）問題について」 

 第 10部・人権擁護推進委員 永正寺 水谷大定 

 日本では２００２年以降年間３万人以上の自殺者が連続１２年続いてます。その状況を反映し

てその葬儀をつとめることが多く、「遺族とどう接すればよいのか、自殺の予防は出来るのか。」

と悩んでいたところに、この研修会のテーマ、関心深く参加しました。 

 冒頭に自死問題に妙心寺派が人権擁護推進委員会で取り組んできた２年間の活動が代表の河

合宗徹師より報告されました。昨年は「自殺予防の立場から」として樋口和彦氏（京都いのちの

電話理事長）・「自死予防実践報告」として関市大禅寺住職根本紹徹師・「遺族が僧侶に求めるこ

と」として自死遺族の会「リメンバー名古屋」の鷹見由紀子氏の３講義を開催、正法輪に継続的

に自死予防・自死遺族ケアーについて論文を掲載、自殺予防リーフレット２種類を配布とかなり

専門的意欲的です。２０代の死因のトップは自死です。就職難の原因が大きいそうです。東日本

大震災で被災者の自死が心配されます。肉親・仕事・住居・財産・近隣関係など全てを無くして

孤立する大変さは想像にあまります。「僧侶の果たす役割はこれからさらに大きくなる。」との指

摘がありました。 

 はやしまクリニック院長で梁勝則氏（日本ホスピス在宅ケア研究会事務局長）が自死遺族とい

かに対応するか 具体的方法に踏み込んでの講演を聴きました。傾聴の基本は相手の言葉を基本

的に、遺族の表現の趣旨を汲み取った言葉での「おうむ返し」だそうです。遺族の聞かれたくな

い気持ちに配慮して、質問をしないこと。どうしても尋ねる必要があるときは、「差し支えなけ

ればお聞かせ頂けませんか。」と遠慮がちに質問の枕詞とする習慣を付けることだそうです。グ

ループに分かれて、ロールプレイ方式で実習をしました。僧侶の配慮のない言動が遺族をさらに

傷つける「二次被害」にならないような心配りが必要で「そっとしておく」配慮とともに、腫れ

物にさわるような態度でなく、見守っている意思を伝えることが大切と貴重な助言がありました。 

  

 二日目はガンを発症した奥様の４年間の看病とホスピスケア体験で「死生学」の研究を深めら

れた関西学院高等部教諭の古田晴彦氏の講演。同氏著作の「デス・エデュケイション展開ノート」

（清水書院）が事前資料として配付され、読了を前提に説明するという充実した専門的なもので

した。自分にとって最も大切なものを６枚の紙に書き出します。家族・仕事・健康・趣味などを

書き、一枚ずつ破っていって、全てが失われる死までを疑似体験する作業をしました。自分にと

って大切なものを一つづつ捨てざるを得ない体験は、寂しさが身にしみてきて想定以上のつらさ

が伴いました。長期間にわたって痛さ・つらさ・寂しさに耐え続けてきて、そのあげくに、息が

切れ、心臓が止まって、遺体になることを実感していませんでした。また その時間を共有して

悲しみに浸る遺族の前で枕経をつとめる意味の重さを確認しました。遺族が「悲しみを乗り越え

て成長する。」には、言葉ではなくて、人の痛みに共感する力が大切と、説得力がありました。

「がんばれ」という言葉には、懸命につらさに耐えている人にむかって「今のままではダメです

よ。」というメッセージが言外に感じられるので使うべきではないとの指摘には「成る程 その

通り」と思いました。 

 お二人の講演は具体的で、僧侶としての基本的な認識に不可欠と思いました。是非寺院セミナ

ーの講師に来て頂きたいと思いました。 

 閉会の挨拶で松井宗益宗務総長が「この頃本派の住職への批判が檀信徒から本所へ何度も寄せ

られる。誠に深刻な事態である。かりにも住職の言動が軽侮の念を抱かせないように精進して欲

しい。」と嘆かれました。自殺対策の前提として、宗教者としての生き方が問われていて、檀信
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徒の信頼を既に失っているのではないかと深く自省しました。 

 

◎新教化主事の紹介 
 去る、6 月 21 日、宗務所にて支所長会を開催し「新教化主事」の推薦・承認を受けて下記の

如く決定いたしましたので報告いたします。 

 

 教化主事  1部 台番 1564  林貞寺住職  大野浩宗師 

 

◎教区新役員の紹介 
 平成 24 年 6 月 25 日より教区役員が代わりましたのでお知らせいたします。宜しくご指導ご

法愛賜わりますようにお願い申し上げます。 

 

宗務所長   13部 台番 1759  圓光寺住職  山田 英隆 

 教化主事    1部 台番 1564  林貞寺住職  大野 浩宗師 

 組織部長   11部 台番 1723  長昌院住職  山﨑 文宏師 

 教区会計   10部 台番 1672  東漸寺住職  長谷川實弘師 

 教区庶務    3部 台番 1589  長光寺住職  奥村 文人師 

 教化主事補   5部 台番 1607  良福寺副住職 箕輪 義文師 

 教化主事補   7部 台番 1628  東禅寺副住職 塚本 雄高師 
 

◎ 宗務所移転のお知らせ 
 宗務所長交代に伴い「愛知西教区宗務所」が移転いたしました。 6 月 25 日以降は下記の 

所在地へ発送をお願い申し上げます。 

 

    〒492－8342 

  稲沢市矢合町 3424 番地 (圓光寺内) 

愛知西教区宗務所 

   ℡ 0587－36－2560  fax 0587－34－4840 

     

◎ 花園流御詠歌・発展拡充講習会、第 26 回愛知西奉詠大会報告    連合会 

 去る、6 月 6 日・7 日、江南市民文化会館を会場に、教区連合会・発展拡充講習会、第 26 回

奉詠大会が開催されました。6 日発展拡充講習会には、237 名の参加。講師には、羽澄直樹前詠

鑑、水野美代子名誉師範、井村妙子師範、日坂宜祥準師範により指導を受けました。 

7 日奉詠大会には、28 支部、369 名の会員が参加され、団体の部、個人の部と発表され、日 

頃の練習成果を発表されました。詠鑑賞は、第 10 部 全徳寺支部が受賞されました。 
 

◎愛知部落解放・人権研究所 第 1回研究会 
 去る、6月 25日 名古屋市中文化センター 第 1会議室にて「愛知部落解放・人権研究所 

第 1回研究会」が開催されました。 

 講師には、愛知県人権推進室室長、名古屋市人権施策推進室室長。テーマ「よりよい人権啓発

を目指して」と題して講演があった。 
 

◎ 教区寺院セミナー運営委員変更のお知らせ 
宗務所長交代に伴い、第 13 部・寺院セミナー運営委員を、禅源寺・大崎直文師に変更し 

ましたので報告いたします。 
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＜お願い お知らせ＞ 

 
◎ 盆休みのお知らせ 
 8月9日～17日 宗務本所、宗務所、宗務支所「盆休み」になります。本山への提出書類のある

方。頒布などの御用の方は早めに準備、書類等の作成、提出をお願いいたします。 

 

◎「愛知同宗連研修会」 
 来る 7 月 24 日（火）午後 1 時 30 分より、真宗大谷派名古屋教務所 議事堂（東別院内）

にて愛知同宗連研修会が開催されます。テーマ「病者の人権と宗教―ハンセン病問題を振り返る」 

講師 同朋大学客員教授・菱木政晴氏。 参加費無料。 参加希望の方は、7 月 15 日までに 

宗務所へ申し込み下さい。 

 

◎秋期特別布教 
 開教希望寺院は、宗務支所を通じて 7 月末までに宗務所へ申し込み下さい。巡教師は未定で

す。 

 

◎第 2 回「教区寺院セミナー」の御案内 
下記の内容にて、平成 24年度「第 2回教区寺院セミナー」を開催いたします。多くの皆様 

のご出席をお待ちしております。 

    年間テーマ「日本人のこころ」 

  日時  平成 24年 9月 6日（木） 午後 1時より 

  場所  名古屋都市センター 14階 第 3・4会議室 

  講師  愛知県護国神社 宮司 臼井貞光氏 

      安岡活学塾   講師 安岡定子氏 

  テーマ 「日本神道と儒教」 

    別紙にて案内状を発送いたします。 

 

◎前堂職法階取得研修会実施について 
1、期日 （2回目） 平成 24年 9月 12日～14日 

  2、会場  本山妙心寺 

  3、履修資格 前堂職の請願が出来る方 

  4、費用  受講料 20,000円（当日持参）交通費は自弁。（自家用車での上山は厳禁） 

  5、定員  30名（先着順） 

  6、申し込み期限  平成 24年 8月 3日(教学部必着) 

  7、出願方法  宗務所または宗務支所で履修願いを受け、宗務支所→宗務所→宗務本所 

          ・教学部へ提出。 

  ※ 詳細な内容は、宗務本所・教学部へお尋ね下さい。 

  ※ 次回の前堂職法階取得研修会 

第 3回目 平成 25年 2月 22日～24日（申し込み期限 1月 19日必着） 

 

◎第 57回愛知西教区花園大会参加者募集のお願い 
        日時 平成 24年 10月 26日（金） 

        場所 名古屋・徳源寺 

 本年は、名古屋市・徳源寺にての開催。第 1地区の皆様に募集をお願いしております。 

他地区(第 2･3･4地区)の花園会員様で名古屋地区、名古屋近隣にお住まいの方にも案内状の配布 

をお願いして、参加の推進にご協力をお願い申し上げます。 
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◎東日本大震災支援ボランティアについて 
 本山特別災害対策本部より各寺院に、 

◎現地で活動するボランティア  

◎住宅支援ボランティアの登録 

上記の御願いが来ております。多くの方のご参加を御願いいたします。 

詳細な注意事項は書面をご覧いただき、問い合わせは  

妙心寺派宗務本所内 特別災害対策本部 担当・森、宮坂へ連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪ 24年度 行事予定 ≫ 
 

★ 第 2回教区寺院セミナー 

    日時  平成 24年 9月 6日（木） 午後 1時より 

場所  名古屋都市センター 14階 第 3・4会議室 

 

★ 花園会愛知西大会 
    日時 平成 24年 10月 26日（金） 

    場所 名古屋・徳源寺 

 

 

≪ 25年度 行事予定 ≫ 

 

★ 定期御親化授戒会 
開催日 平成 25年 5月 28日(火)～30日(木) 

会 場  28日(火) 名古屋・徳源寺  担当 第 1・2地区 

       29日(水) 一宮 ・妙興寺  担当 第 4地区 

       30日(木) 犬山 ・瑞泉寺  担当 第 3地区 


